
谷津公民館サークル・団体一覧

分野 番号 サークル名 活動内容 活動日 時間 会員 会費

1 向山健康サークル 健康体操 第1･第2･第3木曜 午前10時～正午 16 年3,000円

2 桜美会 健康体操 第2･第3･第4木曜 午前9時30分～午前11時30分 17 年1,500円

3 谷津しなやか体操 健康体操 第1･第3･第4火曜 午後2時～午後3時 23 2,000円

4 てんとう予防体操クラブ 転倒予防体操 第2･第3・第4水曜 午後1時30分～午後4時30分 63 1回100円

5 オイナーズ ストレッチ 第1･第2･第3火曜 午前10時～正午 15 400円

6 いきいき健康体操 ストレッチ 第1･第3･第4土曜 午前10時～正午 44 年3,300円

7 ヨガさぼてん ヨガ 第1･第2･第3水曜 午後1時30分午後2時30分 5 2,000円

8 谷津3丁目気功の会 気功 第1･第2･第4水曜 午前9時～正午 14 2,000円

9 RD　M&R ラウンドダンス 第1･第3金曜 午後1時～午後5時 9 2,000円

10 RD　ツーエイト Ⅱ ラウンドダンス 第2･第4金曜 午前10時～午前11時50分 6 800円

11 谷津RDC ラウンドダンス 第1･第2･第3木曜 午後1時～午後3時 8 2,000円

12 ダンシング谷津 社交ダンス 第1･第2･第3日曜 午前9時40分～正午 17 2,500円

13 ザ・チャレンジ 社交ダンス 第1･第2･第3水曜 午後6時30分～午後9時 7 1,000円

14 ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝﾀﾝｺﾞﾀﾞﾝｽ同好会 ダンス 第1･第2･第3木曜 午後6時30分～午後7時30分 7 1,000円

15 プアマナ フラダンス 第1･第3火曜 午後1時～午後3時 13 2,000円

16 ﾅｰ・ﾌﾟｱ・ﾛｹｱﾗﾆ･ﾏ･ｶ・ﾋｷﾅ フラダンス 第1・第2･第4水曜 午前10時15分～午前11時45分 6 4,300円

17 一進クラブ 卓球 第1･第2･第3土曜 午後3時～午後5時 12 年1,500円

18 卓球クラブ 卓球 第1･第2･第3水曜 午前9時～正午 15 年1,500円

19 ピンポンクラブ 卓球 第1・第2・第4金曜 午後1時～午後3時 10 300円
山
歩
き

20 習志野山歩会 登山 第3水曜 午後7時～午後8時30分 19 年3,000円

生
花

21 たんぽぽ 生花（小原流） 第1･第2･第4木曜 午前9時30分～正午 5 2,000円(花代別)

着
付

22 友美会 着付け 第1･第3日曜　 午後1時～午後3時 13 300円
手
工
芸

23 あすなろ 和裁 第1･第2･第4火曜 午前9時～正午 7 1,000円

24 サークルパレット 洋画 第1･第2･第3土曜 午前9時～午前11時50分 6 300円

25 谷津デッサン会 洋画（人物） 第4・第5土曜 午前9時～午後1時 18 1,000円

26 谷津水彩画の会 水彩画 第2･第4水曜 午後1時～午後4時30分 8 2,000円

27 虹の会 水彩画・パステル画等 第2･第4金曜 午後1時～午後4時30分 12 2,000円

28 聚華会 書道 第1･第2･第3金曜 午前9時30分～正午 8 2,500円

29 聚和会 書道 第1･第2･第3土曜 午前10時～午前11時45分 11 2,500円

30 谷津ペン字の集い ペン字 第2･第4木曜 午後1時～午後3時 7 3,000円

31 谷津俳句会 俳句 第2土曜 午後1時～午後5時 12 500円

32 下総句会 俳句 第3日曜 午後1時～午後4時30分 9 1,500円

写
真

33 谷津フォトサークル 写真 第2水曜　第4木曜 午後1時～午後5時 10 1,000円
話
し
方

34 谷津話し方サークル 話し方 第4水曜 午前10時～正午 6 1,000円

園
芸

35 グリーンプランタ 家庭菜園 不定期に活動 不定期に活動 7 500円

書
道

俳
句

健
康
体
操

ダ
ン
ス

卓
　
球

絵
　
画



谷津公民館サークル・団体一覧
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育
児

36 親子リズムメープル 親子リズム体操他 第2･第3･第4金曜 午前10時～午前11時30分 8 1,000円

37 こでまり 読書会 第2木曜 午前10時～正午 5 500円

38 おはなしポケット 読み聞かせ 第2 ・第4火曜 午前9時30分～正午　 27 0

39 習志野シニアクラブ 交流会 第4土曜 午後1時～午後5時 6 200円

40 谷津パソコンサークル パソコン 第1･第3金曜 午前10時～正午 11 １,500円

41 谷津パソコン愛好会 パソコン 第1･第3火曜 午前9時30分～午前11時30分 9 1,000円

42 習謡会 謡曲（観世流） 第3日曜 午前9時～午後5時 13 年4,000円

第1火曜 午後1時～午後3時　

第2日曜 午前9時～午後3時

44 吟翔会 詩吟 第1･第3木曜 午前9時30分～午前11時30分 7 2,000円

45 吟和会 詩吟 第1･第2･第3火曜 午後3時～午後5時 5 500円

46 廣星会 新舞踊・民舞踊 第1･第2･第4木曜 午後1時～午後5時 5 2,500円

47 菊若会 新舞踊 第1･第3･第4木曜 午後1時～午後5時 5 2,000円

48 喜扇会 日本舞踊 第1･第2･第4水曜 午前10時～正午 8 3,000円

49 習志野シティフィルハーモニック オーケストラ 第1･第2･第3日曜 午後6時から午後9時 54 2,000円

50 ちば室内管弦楽団 オーケストラ 第1・第2・第4土曜 午後6時15分から午後8時50分 31
社会人3,000円

学生2,000円

51 混声合唱団コール・ドリーム 混声合唱 第1･第2･第3火曜 午後6時から午後9時 41 3,000円

52 習志野混声合唱団 混声合唱 第1･第2･第3土曜 午後6時15分から午後8時45分 35 4,000円

53 童謡サークル　ムーミン 童謡 第2･第4金曜 午前10時～午前11時50分 22 1,000円

54 童謡の会　かなりや 童謡 第1金曜 午前10時30分～正午 40 1,000円

55 なつかし童謡 童謡 第3金曜 午前10時30分～正午 21 1,000円

56 童音会 日本の歌 第2・第4木曜 午後1時～午後3時 50 1,000円

57 欧遊会 世界の歌 第2･第4火曜 午後3時～午後5時 49 1,000円

58 昭和歌謡を歌う会 昭和歌謡曲 最終週金曜 午後2時～午後4時 53 200円

59 歌楽会 カラオケ 第1･第2･第3金曜 午後6時～午後9時 11 1,000円

60 うたごえライブ 日本の歌 第2金曜 午後1時30分～午後3時30分 14 1,000円

61 ひまわり ピアノ 第1･第3土曜 午前9時～正午 8 2,000円

第2日曜 午後1時～午後5時　 

第4水曜 午後6時～午後9時

63 竹露の会 尺八 第3土曜 午後1時～午後5時 6 2,000円

64 レイファミリー ウクレレ 第1・第3木曜 午前10時～正午 7 2,000円

65 フラワーの会 調理実習 第2木曜 午前9時～午後1時 14 500円

66 谷津マスターズ（男性） 調理実習 第4土曜 午前9時～正午 10 1,000円

67 そばけん「和楽」 そば打ち 第1･第3金曜 午前9時～午後1時 16 3,000円

68 谷津そばの会 そば打ち 第3土曜 午前9時～正午 5
2か月

1,100～1,700

500円

芳扇会

調
理

62 バンド・ザ・友悠 バンド演奏 7

謡曲（観世流） 9 年4,000円

詩
吟
・
舞
踊
・
日
舞

音
　
　
　
楽

謡
曲 43

学
　
習
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